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アジア大会の代表選考会を兼ねた第９８回日本陸上競技選手権大会が６月６日(金)～８日

(日)の３日間，福島・とうほう・みんなのスタジアムで開催されました。衛藤昂 (筑波大)選

手がジャンプオフを制して初優勝，尾西美咲(積水化学)選手が二連覇をはたし，第１７回アジ

ア競技大会代表に選出されました。

第98回 日本陸上競技選手権大会 入賞者
優勝 男子 走高跳 衛藤 昂 (筑波大) ２ｍ２３

女子 ５０００ｍ 尾西 美咲(積水化学) １５分２２秒７４ 出身

４位 男子 ３０００ｍＳＣ 山下 洸 (ＮＴＮ) ８分４２秒２１

女子 砲丸投( ) 茂山 千尋 (国士舘クラブ) １４ｍ７６ 出身4.0kg
５位 男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ) ８分４５秒７７

男子 棒高跳 田中 僚 (和歌山県教育庁) ５ｍ２１ 出身

女子 ４００ｍ 大月奈穂子(京教大) ５５秒５３

７位 男子 走幅跳 林 風汰(ＮＴＮ) ７ｍ５７( )+1.0

男子 十種競技 清水 剛士(中京大) ７１４２点

11.09 -1.3 -7m21 +1.0 -10m74-1m88-49.03-14.93 +0.7 -29.74-4m20-51m46-4.29.02( ) ( ) ( )

※十種競技は５月３１日(土)・６月１日(日) 長野市で開催

女子 １００００ｍ 高島 由香(デンソー) ３２分４５秒２４

第１７回アジア競技大会は，９月２７日 (土) ～ １０月３日 (金)に韓国の仁川で開催さ

れます。衛藤選手と尾西選手の健闘を期待します。

☆ 衛藤 昂(白子中→鈴鹿高専→筑波大) 今年２ｍ２８を跳び，県記録を更新

☆ 尾西 美咲(小俣中→宇治山田商高→積水化学) 昨年の世界選手権５０００ｍ代表

５月２４日(土)，バハマのナッソーで開催された，第１回ワールドリレーズ(世界リレー選

手権)４×２００ｍＲ，日本チームの第１走者として小林雄一(ＮＴＮ)選手が出場し，アメリ

カチームに迫る大健闘の走りをしました。

日本チームは，小林雄一・江里口匡史・高平慎士・藤光謙司のオーダーで，予選２組４着，

１分２３秒８７のタイムで，わずか０ １２秒差で決勝進出は逃しました。.

衛藤＆尾西選手が優勝！
～日本選手権～

小林(NTN)選手が健闘
～世界リレー選手権～



第 回東海高等学校総合体育大会が６月２０日(金)～２２日(日)，名古屋市・瑞穂公園陸61
上競技場で開催され，８種目で優勝する大活躍をしました。また，宇治山田商業高校が男子総

合優勝，男子フィールド総合優勝を，伊賀白鳳高校が男子トラック優勝を果たしました。

６位までの入賞者(競歩と混成競技は４位まで)は，７月３０日（水）～８月３日（日）に山

梨県山梨中銀スタジアムで行われる，秩父宮賜杯第 回全国陸上競技対校選手権大会に出場67
します。全国大会での活躍が期待されます。

第6１回 東海高等学校総合体育大会 上位入賞者
優勝 男子 ５０００ｍ 下 史典(伊賀白鳳) １４分２９秒２５

男子 ３０００ｍＳＣ 近藤 聖志(伊賀白鳳) ９分０４秒０２

男子 ５０００ｍＷ 倉田 直哉(相可) ２１分３７秒２１

男子 ４×４００ｍＲ 宇治山田商業 ３分１２秒６８ ☆大会新

(山本 フェビアス・北村 直彦・直江 航平・奥川 魁斗)

男子 走幅跳 野村 智也(宇治山田商業) ７ｍ６８( )+4.0
男子 砲丸投( ㎏) 井豫 規人(伊勢工業) １４ｍ９０6.0
男子 ハンマー投( ㎏) 東浦 貫太(宇治山田商業) ６２ｍ３９6.0

男子 八種競技 乾 颯人(宇治山田商業) ５６９８点 ☆県高校新

11.50 -0.1 -6m59 +2.4 -12m08-50.13-15.13 +0.3 -50m06-1m75-4:25.20( ) ( ) ( )

２位 男子 走高跳 加藤健太郎(鈴鹿高専) ２ｍ１０ ☆県高校タイ

男子 ハンマー投( ㎏) 村木 亮太(久居) ５７ｍ５７6.0
男子 やり投( ㎏) 飯田 瞭河(桑名西) ６３ｍ１１0.800
男子 八種競技 川畑 夏唯(近大高専) ５６１６点 ☆県高校新

11.60 -1.6 -6m66 +3.2 -12m76-53.15-15.05 +0.4 -59m79-1m80-4:50.33( ) ( ) ( )

女子 走幅跳 林 薫乃(宇治山田商業) ５ｍ７６( )+0.5
女子 砲丸投( ㎏) 鳥羽瀬めぐみ(あけぼの学園) １２ｍ２９4.0
女子 やり投( ㎏) 栗田 琴音(津西) ４５ｍ０８0.600

３位 男子 ４００ｍＨ 小林 慶哉(四日市工業) ５３秒４３

男子 ５０００ｍＷ 丹羽 良彰(桑名西) ２２分０９秒８８

男子 走幅跳 松岡 修平(高田) ７ｍ５１( )+2.9
男子 砲丸投( ㎏) 野瀨嵩慶志(伊勢工業) １４ｍ６８6.0
男子 円盤投( ㎏) 中村 光希(三重) ４０ｍ０２1.750
女子 七種競技 飯嶌あかり(宇治山田) ４３０８点

15.91 -0.7 -1m45-8m98-27.04 -1.6 -5m46 +1.6 -30m02-2:30.93( ) ( ) ( )

学校対校得点

男子 総合 優勝 宇治山田商業 ３１点

トラック 優勝 伊賀白鳳 １８点

フィールド 優勝 宇治山田商業 １５点

東海高校総体 ８種目で優勝！


